
主な商品・サービスのご案内

預金ガイド

あずけてべんり
●普通預金
おサイフがわりにカンタンに出し入れができる預金です。暮らしの合理化と家計管理にきっとお役に立ちます。キャッ
シュカードの利用もできます。給与・年金等の自動受取りや公共料金等の自動支払いなどのサービスが利用できます。

●無利息型普通預金
預金保険制度により全額保護される預金です。現在ご利用中の普通預金をそのまま変更でき、個人の方は総合口座
もご利用いただけます。お利息はつきません。

●総合口座
「定期預金」「定期積金」「普通預金」を1冊の通帳にパックした口座です。この一つの通帳で、預ける・支払う・受取る・
ふやす・ためる・借りる・しんきんネットキャッシュサービスの7つの便利なサービス機能をご利用いただけます。定期
預金・定期積金残高の90％以内、最高500万円までの自動融資が利用できます。

●当座預金
会社やご商売に欠かせない預金です。代金の決済に小切手や手形をご利用いただき現金授受の手間や危険もなく
能率的です。

●納税準備預金
納税のために日頃から計画的にご準備いただく預金です。お利息が優遇され、しかもお利息には税金がかかりません。

●通知預金
短期間でもまとまったお金をムダなく有利に活かせます。1万円以上の余裕金でしたら、7日間以上お預かりいたし
ます。お引出しの際は、2日前までにご連絡ください。

●貯蓄預金（金額階層別金利型）
普通預金感覚でいつでも払い戻すことができ、預け入れ残高が多いほど、金額段階別に金利が優遇されます。普通
預金と貯蓄預金の間で振替えができるスウィングサービスがついて使いながら有利に増やすことができます。

ふやす
●定額複利預金
お預け入れ金額は1万円以上で1円単位1,000万円未満の半年複利。金利は、その時々の金融情勢、お預け入れ
金額、期間を考慮した上で決定いたします。最長預入期間は5年で、6ヶ月たったらいつでもお引出しＯＫ。しかも
1万円以上の一部お引出しもできます。総合口座組入もできます。

●スーパー定期
お預け入れ金額は1,000円以上で1円単位ですので、お手持資金の運用に最適です。金利は、その時々の金融情
勢、お預け入れ金額、期間を考慮した上で決定いたします。お預け入れ期間は1ヶ月以上5年以内であれば、ご自由
に設定いただけます。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年ものは自動継続もできます。総合口座組入も
できます。
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 ●期日指定定期預金
お預け入れ金額は1,000円以上で1円単位300万円未満の1年複利。金利は、その時々の金融情勢、お預け入れ
期間を考慮した上で決定いたします。最長預入期間は3年で1年たったら1ヶ月前までに期日をご指定いただけれ
ば、いつでもお引出しＯＫ。しかも1万円以上の一部お引出しもできます。総合口座組入もできます。

●変動金利定期預金
お預け入れ金額は、1,000円以上で1円単位です。お預け入れ期間は、1年、2年、3年の定型方式と1年超3年未満
で満期日が指定できる満期日指定方式がございます。金利は、6ヶ月毎に変更され、半年複利型（個人の方のみ）は
半年毎のお利息をそのまま複利運用され、満期時にまとめてお受取りいただけます。

●金利優遇年金定期預金・おもと（万年青）
当金庫で、公的年金を受け取っておられる方を対象に1人につき100万円を限度としてスーパー定期1年物の金利
に上乗せする優遇定期預金です（金利情勢により上乗せ利率の見直しを行う場合があります）。

まとまった資金の運用に
●大口定期預金（1,000万円以上）
お預け入れ金額は1,000万円以上で1円単位ですので、1,000万円以上のまとまった資金運用に最適です。金利
は、その時々の金融情勢、お預け入れ金額、期間を考慮した上で決定いたします。お預け入れ期間は1ヶ月以上5年
以内であれば、ご自由に設定いただけます。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年ものは自動継続もで
きます。総合口座組入もできます。

ためる
●スーパー積金
スーパー積金は、これまでの貯める力に、ふえる力もさらにアップ。利率はその時々の金融情勢を考慮して決定。ム
リなくマイペースで貯められます。

●楽楽定期積金
お預け入れ期間を6ヶ月から60ヶ月の1ヶ月単位でご指定いただき、ご希望月に満期金（掛込金とお利息）をお受取
りいただけます。掛金の増額月を年3回まで指定可能で、増額月ごとに掛込金額指定ができます。

●ビジネス応援積金
法人、個人事業主の方を対象に掛金2～10万円以内を限度として、スーパー積金の金利に上乗せする優遇定期積
金です（金利情勢により上乗せ利率の見直しを行う場合があります）。

●財形貯蓄
お給料・ボーナスからの天引きにより、定期的にお預けいただく預金です。住宅財形・年金財形あわせて、お一人さま
元金550万円まで非課税扱いも受けられます。
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※ちゅうなん職域サポートローンは、「ちゅうなん職域サポート制度」ご利用事業先の役員及び従業員の方に限りご利用いただけます。

主な商品・サービスのご案内

融資ガイド

（一社）しんきん保証基金
8,000万円以内

2,000万円以内

全国保証（株）
1億円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

500万円以内

500万円以内

100万円以内

200万円型、300万円型

30万円型、50万円型、
100万円型

50万円型～900万円型

30万円型、50万円型、
100万円型、200万円型、
300万円型

1,000万円以内

500万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

ご本人又はご家族の居住を目的とした
宅地及び建物の購入、新築資金、マン
ションの購入、リフォーム、他行住宅ロー
ン借換え等

ご本人が居住し、ご本人若しくはそのご
家族が所有、又はご家族が居住しご本人
が所有する住宅の新築・購入資金、リ
フォーム資金、他行住宅ローン借換え等

ご本人又はご家族の自家用車購入、車
検、修理費、運転免許取得費用、他金融
機関等の自動車ローン借換え等車に関
する資金

ご子弟の学校納付金等教育資金

医学部・歯学部・獣医学部にかかるご子
弟の学校納付金等教育資金

エコカー購入資金

ご本人が居住し、ご本人若しくはそのご
家族が所有、又はご家族が居住しご本人
が所有する住宅のリフォーム資金等

家庭用高効率給湯機器、太陽光発電設
備の購入、購入機器の設置を伴う増改
築資金

自由（ただし事業性資金は除く）

ご家族のための介護機器購入・設置費
用など介護に関する資金

ご本人又はご家族の自家用車購入、車検、
修理費、運転免許取得費用、他金融機関等
の自動車ローン借換え等車に関する資金

自由（事業性資金も可）

（変動金利型）35年以内
（固定金利選択型3年・5年）35年以内
（特約期間固定金利型3年・5年・10年）
35年以内
（長期固定金利型）30年以内

ローンの種類 お使いみち ご融資金額 ご融資期間

住
宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
別
ロ
ー
ン

お
使
い
み
ち
自
由
ロ
ー
ン

住宅ローン

中南
無担保住宅ローン

中南
カーライフプラン

中南エコカーローン

中南教育プラン

中南
ドクター教育ローン

中南
リフォームプラン

中南
エコリフォームローン

中南福祉プラン

中南オートローン

中南タイムリー

中南フリーローン

中南シニアライフローン

住宅ローン利用者
専用カードローン
「住宅ローンプラス」

中南カードローン

カードローン
パートナー

カードローン
ちゅうなんきゃっする

(変動金利型)20年以内

（固定金利型）10年以内

（固定金利型）10年以内

（変動金利型）16年以内

(変動金利型)16年以内

（変動金利型）15年以内

（変動金利型）15年以内

（固定金利型）10年以内

(固定金利型)10年以内

（固定金利型）10年以内

1,000万円以内グッドライフ1000 （固定金利型）10年以内

（固定金利型）10年以内

500万円以内ちゅうなん
職域サポートローン※ （固定金利型）10年以内

(固定金利型)10年以内

3年(自動更新)

3年(自動更新)

3年(自動更新)

3年(自動更新)
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●その他斡旋業務
お取扱いのご相談を承っています。
■リースの取扱／しんきんリース株式会社
■外国為替の取扱／信金中央金庫

●代理貸付業務
■一般事業資金／信金中央金庫、株式会社日本政策金融公庫
■倒産関連防止資金の貸付／独立行政法人中小企業基盤整備機構
■小規模企業共済契約者貸付／独立行政法人中小企業基盤整備機構
■住宅建設・購入する方に／信金中央金庫
■年金受給されている方に（年金担保融資）／独立行政法人福祉医療機構
■国の教育ローン／株式会社日本政策金融公庫

●事業者向け各種融資制度
■手形割引／商業手形の現金化に
■手形貸付／短期の運転資金に
■証書貸付／長期の運転資金や設備資金に
■当座貸越／定期預金、不動産担保で当座の積極的なご活用に
■一括支払システム専用当座貸越／手形支払に代えて、専用口座への振込、必要資金は当座貸越で

●事業資金の融資
■季節資金／季節的な事業資金やボーナス資金に
■長期資金／工場設備や事業用土地生産設備等の長期・多額に必要な資金に
■短期資金／商品の仕入、買掛金の支払等、一時的な事業用資金に
■特別資金／上記以外で必要な資金に
■神奈川県中小企業融資制度
■各市町中小企業融資制度
（大磯町・二宮町・中井町・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・厚木市・小田原市）

■ちゅうなん税理士当座貸越制度
お使いみち　運転資金
ご融資金額
　個人…1,000万円以内
　法人…社員税理士数×1,000万円
　　　　かつ3,000万円以内
ご融資期間　1年
担保不要■ちゅうなん商用車担保ローン

お使いみち　運転資金・設備資金
ご融資金額　保証会社(オリックス自動車株式会社)の
　　　　　　承認金額以内
ご融資期間　7年1か月以内
オリックス自動車株式会社保証付並びに対象車両を
譲渡担保とします

●特別融資
■ワイドローン
お使いみち　自由
ご融資金額　3,000万円以内
ご融資期間　20年以内
担保必要・団体信用生命保険加入

■ちゅうなん機械設備専用ローン
お使いみち　設備資金
ご融資金額　5,000万円以内
ご融資期間　5年以内
信金中央金庫保証付並びに対象設備を
譲渡担保とします

■しんきんかながわ応援団
お使いみち　運転資金
ご融資金額　5,000万円以内
ご融資期間　10年以内
神奈川県信用保証協会保証付

■ちゅうなん
　クイックサポートローン
お使いみち　運転資金・設備資金
ご融資金額　3,000万円以内
ご融資期間　5年以内
担保原則不要

■ちゅうなん納税支援融資
お使いみち　納税資金
ご融資金額　納税金額以内
ご融資期間　1年以内
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主な商品・サービスのご案内

各種サービスガイド

公共料金、授業料、税金、各種クレジット利用代金などを預金口座から自動支払いの
お取扱いをします。支払いに行く手間がはぶけ、大変便利です。

毎月のお給料やボーナスが、勤務先から直接お客さまの預金口座に振込まれるシス
テムです。キャッシュサービスをあわせてご利用いただくと一層便利です。

厚生年金や国民年金などの各種年金が一度の手続きで毎回自動的にお客さまの預
金口座に振込まれます。大切な年金をいち早く安全確実にお受け取りになれます。

オンラインにより、全国各地への振込・代金取立等を迅速・安全・確実にお取扱いします。

24時間ご利用いただける夜間金庫。大切な財産、貴重品、重要書類などを厳重に保
管する貸金庫をご用意しています。

当金庫のキャッシュカードでJ・Debit加盟店にて、端末にカードを通しCD・ATMでお
使いの暗証番号を入力するだけで、お買物やご飲食のご利用代金をお客さまの口座
から即時に決済でき、大変便利です。

自動支払い

給与振込

年金自動受取り

内国為替業務

夜間金庫
貸金庫

インターネット
バンキングサービス

デビットカードサービス

toto当せん金
払戻業務

スポーツ振興くじ（totoチケット）の払戻業務取扱。
取扱店舗は次の店舗。本店・旭・四之宮・伊勢原・平塚・茅ヶ崎・厚木南の各本支店。

電子記録債権サービス 電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。

その他、両替、金の窓口販売、企業診断、簡易財務診断、経営相談、税務相談、法律相談、相続・遺言相談等のサービスを行っています。

●生命保険商品
　生命保険は下記の商品を取扱っています。
　○ゆとりある老後の資産づくりのための個人年金
　○ご子弟の教育資金準備のための学資保険
　○一生涯の死亡保障が約束された終身保険
　○病気やケガの治療にかかる経済的負担を保障するための医療・がん保険

●しんきんグッドすまいる
住宅ローンをご利用されるお客さまに安心もいっしょにお届けする、しんきんならではの住宅火災保険です。集団加
入扱いによる保険料割引と充実した補償内容がおすすめのポイント。住宅ローンの借り入れ時などにお申し込みく
ださい。

●投資信託
幅広い資産運用のご要望にお応えするため、投資信託を全店舗にて取扱っています。多彩な投資信託（17銘柄）
から、お客さまのニーズに合った商品をお選びください。

●国　債
　長期利付国債と個人向け国債を取扱っています。個人向け国債の口座管理手数料はかかりません。

●個人向け信託
信金中央金庫による元本保証により高い安全性を確保するとともに、信託機能の活用によりお客さまの円滑な相
続・生前贈与のニーズにお応えするものです。

保険・投資信託・国債・個人向け信託ガイド

当金庫に出向くことなく、パソコンや携帯電話から口座の残高照会、入出金明細照
会、お振込等ができて大変便利です。
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ＡＴＭ手数料０円宣言

全店4時まで営業

ちゅうなんのキャッシュカードで
ちゅうなんのＡＴＭを利用すると
入出金手数料が３６５日いつでも０円！

※ちゅうなんのカードでのご利用の場合にかぎります。

※ご利用日・ご利用時間はＡＴＭコーナーにより一部異なります。

7:00～ 22:00

8:00～ 21:00

8:00～ 21:00

7:00～ 22:00

8:00～ 21:00

8:00～ 21:00

ご入金 無料

無料ご出金

●窓口営業時間　平日　午前９時～午後４時

●午後３時以降のお取扱いについて
1.預金・融資・両替機
午後４時まで通常どおりお取扱いいたします。ただし、当座預金における決済資金の入金は午後
３時までとなりますのでご注意ください。
2.電信振込
翌営業日の発信となります。(所定の時刻以降は翌営業日の発信となります。)

3.税金・公共料金等の収納
午後４時まで通常どおりお取扱いいたします。領収証もすぐにご返却いたします。

平成29年12月11日に国府支店を新築移転し、国府支
店月京出張所を統合いたしました。新店舗では、駐車場
やキャッシュコーナーの充実、全自動貸金庫の設置など
施設面での大幅な見直しを行い、お客さまの利便性向上
を図りました。是非ご利用ください。

ご案内

平 日

土 曜 日

日・祝日

平 日

土 曜 日

日・祝日
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